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変革の時代、創造のとき。
新たな一歩で感動を！

Rotary International
国際ロータリー会長

イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー

四
四つ
つの
のテ
テス
スト
ト
言行はこれに照らしてから
1. 真実かどうか
2. みんなに公平か
3. 好意と友情を深めるか
4. みんなのためになるかどうか
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八尾東ロータリークラブ
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●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：大松 桂右
●幹
事：高岡 正和
●会報委員長：安田 憲司

＊11/24（金）
第 2156 回例会

ＩＭ第４組会長・幹事会

① 開会 点鐘

於：シェラトン都ホテル大阪 3 階 「伊勢の間」

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」

18：00～20：00

③ ビジターの紹介

大松会長・高岡幹事・石川ＩＭＲＤ実行委員長
出席予定

④ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」
⑤ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑥ 「ロータリーの友」紹介
谷村 政哉広報・雑誌委員長
⑦ ＩＭＲＤ全体打ち合わせ
⑧ 閉会

2017 年 10 月 27 日（金）
出席報告
例会数

会員数

出席数

出席率

第 2155 回

28 名

16 名

69.6％

第 2153 回

27 名

17 名

81.0％

備 考
出席義務免除
7 名（出 2）
補
填
1名

点鐘

＊例会前： 11 月度定例理事会

ニコニコ箱
●陣田様、ご入会おめでとうございます。今後とも
よろしくお願い致します。

★11/17（金）～18（土）
クラブ親睦旅行 岡山県津山市 1 泊 2 日

高橋会員、本日の卓話よろしくお願いします。
大松 桂右会員
●・陣田さん、入会おめでとうございます。
・高橋さん、卓話ご苦労様です。

第 2157 回例会

奥田 長二会員

11 月 24 日（金）
●陣田君、入会おめでとう。

☆卓話
「財団プログラム：ポリオ撲滅活動について」
Ｒ財団委員長 上山 惣太会員

高橋君、卓話楽しみです。

池本 繁喜会員

●陣田匡人さん、御入会おめでとうございます。
高橋さん、卓話御苦労様です。桑田 タア子会員

★例会場：八尾市生涯学習センター<かがやき> 〒581-0833 大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16 ℡:072(924)3876
★例会日時：毎週金曜日13時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 LINOAS（リノアス）8階 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

●陣田さん、入会おめでとうございます。

幹事報告

本日、急な欠席ですみません。 森下 慶治会員
●高橋さん、卓話楽しみにしています。
大橋 秀造会員
●今日は陣田さんの入会式ですね。仲間が一人増えま
した。皆さまよろしく。

11/3（金）は法定休日による休会、11/10（金）
は定款による休会になります。

石川 義一会員

●陣田さん、入会おめでとうございます。
高橋さん、卓話よろしくお願いします。
辻盛さん、
24 年ぶりのリーグ優勝おめでとうござい
ます!! 関西代表決定戦にて関西代表になれますよ
う祈念致します。

①11/3（金）・11/10（金）例会休会について

長尾 穣治会員

②11/10（金）・11（土）第 2660 地区

地区大会

について
11/10（金）は帝国ホテル大阪、11/11（土）は
ＮＨＫ大阪ホールにて地区大会が開催されま
す。
配布しました名札を持参して頂きますようお

●今回合計

●累

計

7,000 円

326,580 円

願いします。

③グレン＆千杯・田中作次旗

第 14 回ロータリ

ー選抜野球大会について

会長の時間

野球同好会ですが、日立北ＲＣがホストクラブ
として 11/10（金）～12（日）に茨城県日立市

２０１８年４月１４日開催のＩＭＲＤについての、
骨子がほぼ固まりました。今後は詳細部分について、
協議を進めながら、各担当において鋭意準備等にご
尽力いただくことになると思いますので、どうぞ、
よろしくお願い申し上げます。

で開催されます選抜野球大会に参加致します。
11/10（金）は前夜祭、11/11（土）・12（日）
が野球大会となります。
良い成績が残せるよう頑張って参りたいと思
います。

なお、１１月１７日の例会において、石川ＩＭＲＤ
実行委員長よりクラブ会員の方に説明をする全体打
ち合わせ。１１月２４日にはＩＭ第４組の会長、幹

④11/17（金）親睦旅行に伴う例会時間変更につ
いて
親睦旅行に伴い例会時間が 10：30～11：30 に

事会が開催され、各クラブに対しての説明、協議を

変更になります。例会時の昼食はありませんの

行う運びとなっております。

でよろしくお願いします。

いよいよ、具体的に前に進める段階となってきまし
たので、会員各位のご協力が不可欠となりますので、 ⑤ロータリー財団月間（11 月）ポリオ啓発ポス
今後ともご協力のほど、よろしくお願い申し上げま
ター掲示のお願い
す。

【地区より】

当クラブに、新しい仲間が増えました。陣田匡人新

ポリオ撲滅活動は、1998 年に国際ロータリー

会員です。どうぞ、今後ともよろしくお願い致しま

の特別プログラムと指定されて以来、世界中

す。増強の目標であった純増２名も達成できました

のロータリアンが生ワクチン投与や寄付に

が、さらなる会員増強に皆様ご協力頂きますようお

貢献してきました。その成果、活動は世界的

願い申し上げます。

にも高い評価を受け、ポリオ撲滅の取組を地

域社会でご紹介頂く事は、ロータリー認知度

速道路と中央自動車道、名古屋から西へ名神高速道

向上にも有効であり、会員増強にもご活用頂

路、大阪から西へ中国自動車道と山陽自動車道が福

けるかもしれません。クラブ会員の皆様に是

岡県まで続き、福岡県から鹿児島県までが九州自動

非配布のうえ、ロータリアンの事業所などに

車道とつながり青森県から鹿児島県まで、日本を縦

おいてポスター掲示を奨励下さい。

断できます。

事業所にポスターを掲示して頂ける方がおら

新入会員入会式

れましたら、事務局までお願いします。

「日本の高速道路」
高橋 広一会員

歴史
欧米に比べ自動車の普及が遅れた日本では、高速
道路の建設自体が相当遅れて始まった。
高速道路建設の着想自体は実業家の菅原通済が
1929 年（昭和 4 年）に東京-大阪間に 306 マイル
64 チェーン（約 493ｋｍ）の自動車専用舗装道路
を事業費 8000 万円（当時）で建設し、民間で運

新入会員プロフィール

営する構想を打ち出したのが最初である。
敗戦後の日本復興のために奔走した、田中清一と
田中角栄の二人の活動は、日本の高速道路を誕生
させる大きなきっかけとなった。
日本の高速道路の開通は、1963 年（昭和 38 年）7
月の名神高速道路 栗東 IC-尼崎 IC 間（71.7ｋ

じん だ

姓

名： 陣田

入 会 式：

平成 29 年 10 月 27 日

職業分類：

倉庫

事業所名：

(株)ミキハウスロジサポート

所 在 地：

〒518-1155
三重県伊賀市治田 3760

ｍ）が最初である。新幹線開業の前年にあたるこ
の年に、自動車が時速 100ｋｍで疾走する道路誕
生のニュースは、世間を大いに沸かせることとな
った。また、このルート上にあたる京都市は、政
令指定都市のなかで最初に高速道路が走った都
市となった。1965 年（昭和 40 年）には、名神高
速道路の名古屋-阪神地区間の全線が完成し、こ
れまで自動車で 5～6 時間を要した移動時間が、2
時間程で結ばれることになった。現在にいたる。
日本には、62 の高速道路があります。
主な幹線として、北海道では道央自動車道があ
り、東北では東北自動車道、東京から西へ東名高

まさと

匡人
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出身学校：

中京大学
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